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大阪生まれ。
同志社
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大学工学部卒。
大手コンピューターメ
ーカーを経て、
1995
（平成7）
年に辻興

下新川神社
鮒寿司の献上

産㈱
（現ツジコー㈱）
入社。
照明器具の

しもにいかわ

5 月 5 日、守山市の下新川神社で「すし切り
祭り」が開催される。
じ んて ん の う

とよ き

いりひこの

崇神天皇（第 10 代天皇）の皇子、豊城入彦
まつ

命を祀る下新川神社の例祭であり、国選択
無形民俗文化財に認定されている。
とよ き

ɢʛɫǷȵȐȪȆǰȒȃȪȏȋǗ

る野菜の無農薬栽培にも取り組む。
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現在、
代表取締役社長。
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イト部品の加工・検査を扱う。
現在は
独自技術を生かして、
24時間照射によ

ጊ

す

企画・製造、
販売、
電子部品やバックラ

いりひこのみこと

せいばい

昔、豊城入彦命が西近江の海賊を征伐した
際に、幸津川地区で体を休めたという。そ
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の際に村人が鮒寿司を献上してなぐさめた
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ことが由来とされる。
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祭りの最大の見所は 5 日の正午頃に行われ
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る「すし切り」の儀式。
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番の氏子が、箸と包丁を使って 3 匹の鮒寿
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司を切り分けて供える。古式に従った調理
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「すし切り役」と「板直し役」と呼ばれる当
うじ こ

はし
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の動作は独特。見守る人たちも神妙な面持
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ちだ。
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はや し

祭りでは他にも「さんやれ」の囃子にあわ
なぎなたおど
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せて踊る「かんこの舞」や「長刀踊り」
、御
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輿の巡行などが行われる。
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集落の厳かな儀式を静かに見守りたい。駐
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車場はないので公共交通機関を利用しよう。
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（取材・白崎）
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●守山市幸津川町1365●TEL：077‑585‑3380

交通：ＪＲ守山駅→近江バス・小浜行きに乗車。
幸
津川バス停下車。
バス停前に神社の鳥居が見える。
※守山駅より約20分
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お問い合わせ：
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●TEL：077‑582‑1131
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荒れ果てた大地に
明日の世界を見た少年少女がいる。
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近江パノラマ写真
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